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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 10 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年４月 27 日(木) 17:34～19:06 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長        小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員        安倍 晋三  内閣官房長官 

同         与謝野 馨  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同         竹中 平蔵  総務大臣 

同         谷垣 禎一  財務大臣 

同         二階 俊博  経済産業大臣 

同         福井 俊彦  日本銀行総裁 

同         牛尾 治朗  ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同         奥田 碩   トヨタ自動車(株)取締役会長 

同         本間 正明  大阪大学大学院経済学研究科教授 

同         吉川 洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員    小坂 憲次  文部科学大臣 

臨時議員    中馬 弘毅  行政改革担当大臣 

 

    中野 清   厚生労働副大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１） 歳出・歳入一体改革について（総人件費改革） 

（２） 歳出・歳入一体改革について（公共事業） 

（３） 成長力・競争力強化について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 総人件費改革の徹底に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 総人件費改革の現状と取組（中馬臨時議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革―公共投資の改革（有識者議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革―公共投資の改革（竹中議員提出資料） 

○ 人材の養成・確保について（有識者議員提出資料） 

○ 人材の国際競争力の強化（小坂臨時議員提出資料） 
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○ グローバル化と人口減少の下での人材育成・活用戦略（川崎臨時議員提出資料） 

○ 「人財立国」の実現について（二階議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 総人件費改革の現状と取組（参考資料）（中馬臨時議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革―総人件費改革関係（参考資料）（竹中議員提出資料） 

○ 人材の国際競争力の強化（参考資料）（小坂臨時議員提出資料） 

○ 目で見る小泉改革の５年間 －改革の芽を大きな木に－ 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから今年10回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

（プレス退場） 

 

（与謝野議員） さて、本日の議題ですが、中馬行政改革担当大臣においでいただい

ており、初めに歳出・歳入一体改革の総人件費改革について御審議をいただきま

す。 

   その後、歳出・歳入一体改革の公共事業について御審議をいただき、最後に、

小坂文部科学大臣、中野厚生労働副大臣に御参加をいただいて、成長力・競争力

強化について御審議をいただきます。なお、川崎厚労大臣は国会の御都合で中野

副大臣にお見えいただいております。 

   それでは、まず最初に総人件費改革について御審議をいただきます。 

   初めに本間議員から資料が提出されておりますので、御説明をお願いします。 

 

○歳出・歳入一体改革について（総人件費改革） 

（本間議員） それでは、資料「総人件費改革の徹底に向けて」を私の方から説明さ

せていただきたいと思います。 

   この総人件費改革は、まさに歳出・歳入一体改革の一大の柱でありまして、簡

素で効率的な政府、あるいは質的に高い競争力を持つ政府を実現する上で、不可

欠な取り組みであると考えております。量的にも、国・地方を合わせた一般歳出

107兆円（2006年ＳＮＡベース）のうち、約30兆円、このうち５兆円が国、そして

地方が25兆円と大きな割合を占めておりまして、地方におきましても、非常に大

きな影響を及ぼす改革であるということであります。 

   したがいまして、国・地方を通じて全力で総人件費改革に取り組み、単に人件

費の圧縮ということだけではなく、質的な面において、能力・実績主義の徹底、

士気とモラルの維持・向上、人材の流動化の観点も踏まえた、抜本的な公務員制

度改革に着手すべきであると考えております。 

   その第１ステージとして、今、行革推進法案が国会において上程されておりま
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すが、同法に書かれております人件費削減の実現は、最低条件であるということ

を確認すべきだろうと思います。これを速やかに確実に実現するということ。ま

た、行政減量・効率化有識者会議とも連携をしつつ、諮問会議においても特に以

下の点について、実行されているか否か、あるいは進行しているかどうかをチェ

ックすべきであると考えております。 

   まず、国家公務員定員の５年間で５％以上の純減と地方の公務員定員の５年間

で4.6％以上の純減であります。これは３枚目にグラフがありますが、2001年度時

点では対ＧＤＰ比で6.4％になっていましたが、2006年度予算ベースで5.9％、つ

まり0.5％の削減をしております。そのうち定員の削減につきましては、国が2001

年度から2005年度まで5.13％の定員削減、地方が1999年度から2004年度まで4.6％

の定員純減を果たして、この水準が達成をされております。金額的には31.6兆円

が30.1兆円ということになっております。このペースをしっかりと守り、かつ、

加速化するということが、やはり重要なポイントであると思います。 

    さらに定員純減の具体化です。現在、行政減量・効率化有識者会議でご苦労い

ただいておりますが、この具体化を早急に詰めていく必要性があろうと思います。

北海道開発関係、ハローワーク関係、社会保険庁関係、官庁営繕関係、地方支分

部局等の重点的な見直しの具体的な内容及び具体的な定数の純減数、これを早期

に提示していただき、決定していかなければならないと考えております。 

    さらに、それを出発点にしながら、可能な限り、削減可能金額及び具体的に何

を詰めるかということを明示しながら、結論を早期に得ることが重要であろうと

思います。 

    ２ページ目にその際に検討しなければならない項目があります。今申し上げま

したように、2011年度までにきっちりとこれまでのペースを守る、あるいはそれ

以上にすると同時に、2011年度以降についても、さらなる定員の純減をするとい

うこと、あるいは国家公務員から外れました非公務員型を含めた独立行政法人・

国立大学法人の人件費削減に向けた具体的な目標設定。これは運営費交付金とい

う形で人件費の束がございますけれども、その削減等も含めて検討するというこ

とであります。さらには特別職公務員の人件費に関する不断の見直し、抑制。さ

らには福祉や施設整備等、住民サービスのために地方自治体が行う事業に関する

国の基準の廃止を通じた国・地方の定員の削減でございます。これは、義務づけ

られているというような不満もございますことから、この点について、きちんと

した仕分けというものが必要になってこようかと考えます。 

   それから、そもそも国あるいは地方公共団体がすべきかどうかということを検

証していくためには、市場化テストの聖域なき本格導入に向けた制度整備を早急

に実現していくことも重要になってまいります。また、国・地方を通じた総人件

費削減の優良事例の全国導入のための仕組みを構築するということも重要になっ

てこようかと思います。内閣府におきましては、行革コンペを東京と大阪で２回

やっておりますけれども、こういう場における発表等を活用しながら、全国に普

及するための工夫を急ぐべきだろうと考えております。 
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   国につきましては、給与水準の民間準拠の精緻化のための比較対象事業所規模

の早期の見直し、地方支分部局における本省とは異なる給与体系の導入など、検

討すべき事柄がまだ残っています。 

地方におきましては、給与水準の官民比較方法の見直しの早期具体化、それに

基づく給与水準適正化の実現。特殊勤務手当の早期是正。これはいわゆる色々な

形での福利厚生手当の重複受給に当たるものでございますけれども、こういうも

のを排除していくということでございます。そして生徒数の減少に応じた教職員

数の削減、教職員給与水準の見直し。これは人材確保法の廃止を含めて検討して

いくテーマであろうと考えております。さらには地方における人事委員会制度の

見直しでございます。国家公務員準拠主義から民間給与準拠主義への転換や、自

治体間の横並びの是正、人事委員会制度そのものの在り方の見直し、こういうこ

ともやっていかなければならないと考えております。 

   ３.は抜本的な改革に向けて、これまで幾分タブー視されてきたような問題につ

いても、この際、議論を進めていく必要性があるということでございます。 

   能力・実績主義の人事管理の徹底、再就職管理の適正化の観点に立った改革を

進めていくということはもちろんでございますけれども、我が国の労働市場全体

を見据えながら、例えば以下のような点を含めて、抜本的な改革を押し進める。 

    まず、年功序列型賃金体制の抜本的な見直し、あるいは成果型給与体制の本格

導入、さらには官民交流のための関係制度の見直し。これは、総人件費の改革が

幾分公務員叩きのような形で受け取られている部分がございますが、良質な人が

公務員に応募し、国を担う、地方のサービスを担うという誇り高き公務員を実現

するためには、やはり、官民交流のための関係制度の見直しということは避けて

通ることはできないと考えておりますので、この点についても深く検討しなけれ

ばならないと考えます。 

   最後に人事院勧告制度のあり方。これはＩＬＯの関係がございますが、労働基

本権の見直し等なども含めてこの議論を進展をさせ、それによって改革を進めて

いくというスタンスを維持強化をすべきだろうと考えております。 

   以上であります。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは中馬大臣から資料が提出されて

おりますので、御説明をお願いします。 

（中馬臨時議員） 「総人件費改革の現状と取組」について説明させていただきます。 

まず、33万2,000人の５年で５％の純減について、昨年の諮問会議で決定してい

ただきました業務の大胆な整理、抜本的な民間委託、非公務員型独立行政法人等

を内容とする基本指針に沿いまして、実行計画を閣議決定し、それを法案化して、

現在、行政改革推進法案を国会において審議していただいているところでありま

す。この法案の早期成立によりまして、着実に推進してまいりたいと考えており

ます。 

   まず、資料の１枚目でございますが、本年１月に発足した行政減量・効率化有

識者会議の知見をいただきながら、現在、議論を進めております。有識者会議で
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は、基本指針で明示された事項以外の「２月10日要請７事項」と合わせました15

事項を中心に関係省庁からヒアリングを行いまして、３月末には中間とりまとめ

が決定されました。また、政府におきましては、５％以上の定員純減の円滑な実

施のため、配置転換、採用抑制といった取組みにつきましても、少なくとも３割

程度の採用抑制との見通しを念頭に置きまして、19年度採用への対応などを盛り

込んだ枠組を３月末に提示したところであります。 

   今後、遅くとも６月ごろまでに定員純減に向けた配置転換等を含む政府の方針、

計画を決定したいと、強い決意を持って当たっているところであります。 

   ２枚目をご覧ください。今まで各省庁とすり合わせた結果について、途中経過

を出しております。有識者会議では、定員純減に向けて精力的に御審議をいただ

いておりまして、現時点におけるヒアリング結果は資料のとおりであります。 

   例えば、農水省関係の３つの事項では、かなり大きく6,900人程度の純減が示さ

れました。こうした一部の事項では、既に相当規模の純減案が提示されておりま

すけれども、現在途中段階なので、純減数が示されていない、またはなお不十分

な事項も、まだあります。提示のあった事項について、その純減数を単純に足し

上げますと、１万8,000人の減になります。これには既定の定員合理化計画による

純減数を含んだものであり、このほかに真に必要な純増を考慮する必要等がござ

いますが、こういったことはカウントされておりません。 

   治安その他の事項における真に必要な純増を考慮しますと、平成18年度実績で

は、純増が大体年に400人ぐらいでございましたから、５年間でやりますと、2,000

人、これから引かないといけないわけです。そうしますと、１万8,000人ではなく

て、１万6,000人弱ぐらいとなり、目標額の１万7,000人にはまだ届かないという

ことでございます。 

   したがいまして、政府全体として５％を上回る純減を確実に確保するためには、

純減数が示されていない、またはなお不十分な事項については、業務の大胆な見

直しを進めて、純減数の一層の上乗せを行う必要があります。厳格な定員管理を

担当する総務大臣にもお願いしますが、連携をとりながら、政府の成案を得てい

きたいと考えております。 

   資料の３枚目でございますが、国の行政機関以外の定員純減の取組みを簡単に

まとめておきました。自衛官とか、人事院につきましても、国の行政機関に準じ

て定員の純減を実施すべきだということでございます。国会、裁判所、会計検査

院に対しましては、国の行政機関に準じた取組みを要請したところであります。

地方公務員につきましては、５年で4.6％以上の純減の一層の上積みなどを要請し

ているところであります。 

   給与制度の見直しにつきましては、国家公務員給与については、人事院の検討

状況を踏まえて、必要な措置を順次講じることにしておりますし、地方公務員給

与につきましては、先ほど民間議員ペーパーにありましたが、国家公務員給与に

準じた措置を実施することといたしております。 

   また、独立行政法人につきましては、人件費を５年で５％以上減少させること
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を基本に取り組んでおります。具体的には中期目標及びこれに基づく中期計画を

改定して、これに沿った人件費削減の取組みを踏まえ、人件費がわりに渡してお

ります各年度の運営費交付金の抑制をしてまいることといたしております。また、

独立行政法人につきましては、非公務員化を推進していきたいと考えております。

総人件費改革の現状と取組みに関する御報告は以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。続きまして、谷垣大臣。 

（中馬臨時議員） その前に先ほどいただきました民間議員ペーパーに対する我が方

のコメントをさせていただきたいと思います。 

   更なる総人件費改革への取組みとして示されているものの中に、昨年の諮問会

議の基本指針を踏まえ、現在、国会で審議中の行革法案にも盛り込まれている既

定方針がありまして、まずこれを着実に実施、推進していく必要があると考えて

おります。指摘していただいておりますが、これはやっているところでございま

すので、そのようにご認識いただきたいと思います。 

   また、国家公務員の総人件費につきましては、対ＧＤＰ比で見て、今後10年間

で概ね半減させるといったような長期的な目安も念頭に置くと、これも法案には

っきりと書いております。５年経ちました以後につきましても引き続き努力する

のは当然のことでありまして、2011年度以降も定員の純減に取り組んでいく必要

があることは当然でございます。 

   独立行政法人等の取組みにつきましては、独立行政法人・国立大学法人等につ

きましては、先ほど御説明したとおり、５年、５％以上の人件費削減を基本とし

て取り組むことといたしております。また、行革推進法案では、国の歳出の縮減

を図る見地から、独法の組織、業務等の見直しを行うことも書いております。こ

うした取組みが運営費交付金等の抑制に資するものと考えております。このよう

に、この法律案におきまして、ご指摘の趣旨は、既に織り込み済みだということ

もあわせて強調させていただきたい。また、基本方針を踏まえまして、特定独立

行政法人の非公務員化も進めていくこととしております。 

   地方公務員の総人件費につきましては、実行計画において、国家公務員の総人

件費を10年間で対ＧＤＰ比で概ね半減という長期的な目安を念頭に置いた国の取

組みを踏まえまして、地方も更なる削減に努力するよう、これも要請をしており

ます。 

   国におきましては、郵政民営化等の大胆な取組みを進めておりますように、地

方においても公営企業、公立大学、福祉施設等の独立行政法人化、あるいは民営

化、包括的、抜本的な民間委託、市場化テスト等もあります。これの拡大に思い

切った取組みをしていただく必要があると、これは総務大臣にもお願いをしなが

ら頑張っていきたいと思っております。 

（与謝野議員）  どうもありがとうございました。続きまして谷垣大臣から御発言を

求められております。 

（谷垣議員） 人件費改革につきましては、行革推進法案に沿って改革が進められる

ことになりますが、まだその内容が具体化されていない課題が残されているとい
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うことで、４月20日の財政制度等審議会でも幾つか御指摘をいただいた点がござ

います。１つは本間先生から説明をいただいたペーパーにもありましたが、公務

員給与の比較対象企業規模を100人以上から50人以上に見直して、それを今年の人

事院勧告から反映すべきではないかという御意見。それから、５％以上の定員純

減に関して、中馬大臣のところの行政減量・効率化有識者会議において６月まで

に具体化を図るべきではないかといった御意見もあり、改革を強力に進めてほし

いということでございました。 

   今後まずは行政改革推進法案に沿って、国・地方一緒に努力するということだ

と思いますが、本間先生に１つ質問したいのですが、民間議員ペーパーの２ペー

ジ目にある「特別職公務員の人件費に関する不断の見直し、抑制」というのは、

具体的には、どのようなことをお考えなのでしょうか。 

（本間議員） 聖域なく国家公務員を見直していく際に特別職を枠外に置くというこ

とは、国民の理解・納得も得られないということで、特別職公務員についてもき

ちんとした枠組の中で議論していただきたいという一般論でございます。 

（小泉議長） わかりやすく国会議員と言えばいいではないか。それは当然だよ。 

（谷垣議員） 知事の退職金などは、地方でも議論になっているのですよね。 

（本間議員） そうですね。 

（小泉議長） 知事や市長などは退職金をあんなにもらう必要はないよ。国会議員は

退職金、何もない。大臣だってないですよ。総理大臣の退職金だってないのだか

ら。知事や市長などは、どうしてあんなにたくさんもらうのか。 

（与謝野議員）  東京都の23区の区長でも１期４年で2,000万円ですね。 

（中馬臨時議員） １期だけずつもらえばまだしも、例えば、３期やった人などは１

億数千万円もらえるのですからね。 

（小泉議長） おかしいよ、それは。総理大臣も各大臣も退職金は要らないから、知

事、市長も、もっと退職金について考えてほしい。多過ぎるのではないか。それ

は書いておいた方がいいよ。 

（本間議員） では、修正させていただきます。 

（竹中議員） この間、宮城県で退職金をとらないということを掲げて当選した方が

いらっしゃいました。 

（牛尾議員） イシューになるんだね、そういうことは。 

（小泉議長） 県議会とか、市議会で決めればいいんでしょう。 

（本間議員） そうだと思います。 

（竹中議員） その通りです。大体都道府県や政令市はどこも、特別職のための審議

会があって、そこがきちんと議論している。市町村、都道府県が決めれば、それ

はできるのです。 

（本間議員） 横浜市長が１期で4,000万円というお話もございまして、そのような問

題を念頭に置きながら書いたということであります。 

（小泉議長） 具体的に示して促した方がいいよ。 

（与謝野議員）  他にご意見は。 

 7



 
平成 18 年第 10 回 議事録 

 
（竹中議員） 私は行管担当の大臣としては、中馬大臣に御協力をして国の定員削減

をやり、そして地方に対しては、ここでの議論を受けて、厳しく要請するという

立場でございます。 

   地方公務員について、５年間で4.6％以上の純減を厳しく要請して、ある種大号

令をかけてきたのですけれども、現状時点でのとりまとめがありますので御報告

をしております。 

   42都道府県の過去５年間の純減率4.6％を上回るよう要請してまいりましたが、

大体４分の３ぐらいの地方公共団体の数字が出そろった段階で、要請の効果もあ

り、6.2％の純減という試算値が出ております。これは小泉議長が今おっしゃった

加速という方向には行っていると思います。ただ、東京などの大きな地方公共団

体が策定中でありますので、数字は最終的には変わるのですが、4.6％をかなり上

回るように、ぜひ厳しく要請をしていきたいと思っております。 

   あと民間議員ペーパーの２ページ目で、国家公務員準拠主義を見直せというこ

とに関しては、これは総務省としては、研究会の報告もあり、そういう方針を持

っていますので、そこはその方向でぜひ進めてまいります。 

   これは質問なのですが、民間議員ペーパーの２ページ目の「地方支分部局にお

ける本省とは異なる給与体系の導入」は、これは私よりも中馬大臣に御心配いた

だくことかもしれませんが、この意味が地方の物価水準を考えろという意味なの

か、全く違う給与体系を導入しようという意味なのか。もし後者であるならば、

かなり大がかりな話だと思います。もし前者であるならば、実はそういう改革を

昨年、人事院で一応やっていることにはなっているわけです。ここはどういう意

味なのか御指摘いただければと思います。 

（本間議員） 身分形態の問題にもかかわっておりますが、全国と霞が関を行ったり

来たりする働き方と、エリアが限定的な働き方の場合がございます。これらが一

律でいいのかどうかとか、地方公務員とのバランスはどうかなど、そういうもの

を抜本的に一度考え直してみる必要性もあるのではないかということであります。 

（竹中議員） なるほど。そうすると、かなり抜本的な体系の見直しになりますから、

中馬大臣のところでなかなか大きな問題として御検討いただかなければいけない

ということになりますね。 

（中馬臨時議員） 公務員制度改革の両方とあわせまして。 

（小泉議長） 公務員の改革について、中馬大臣にお願いしたいのだけど、今、行革

推進法案を国会で審議しているよね。あれは野党でもいいことを言っている点も

あるから、整理して、これからどう対応するか、我々に見せるように。与党や国

会にも見せるように。 

   具体的に言えば、例えば天下り基準についても昨日質問があったでしょう。閣

議決定をしながら、この基準というのを勝手に変えてしまうのは問題あるよ。そ

ういう点についても役所には出させているわけだよ。野党の言っているように、

閣議決定で決まったことをどうしてすり抜けたのかと。この基準の問題点を整理

してほしい。 
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   それとまた関連するのだけれども、退職年齢の議論に３年、５年かかっている。

もっと短くできないのか。将来60歳まで働けるようにするのが望ましい。どうし

たらできるか。こういう点も役所はどうやったらできるか考えてほしい。できな

いという答えが多いのだけれども。 

   それと今色々な公務員の人員削減をやっているけれども、人員削減するために

は仕事や権限を減らさなければならない。仕事も減らさない、権限も減らさない

で人員を減らしたら、過重労働になってしまう。役所にとっても仕事を減らすと

いいと思うのだけれども、どうしてかじりつくのかわからない。今まで言っても

返事が来ないところは、減らしたらどうかというところでも、「国自らが行うべき

業務であり、移行すべき業務とは認められない」などと言っている。そういう役

所の答えと、どうやったら減らすことができるかという人の議論を聞いて出した

らどうだい。どうやったら減らせるか。ただ、減らせというのではなくて、役所

はなぜ減らせられないのか、移行できないのか。色々答えが出てきている。そう

いう点を整理して、今言った早期退職、定年まで働くようにする制度、天下り、

今の国会での審議などについてよく調べて、問題点を整理して、わかりやすく出

してくれないか。これからは役所の考えを与党にも見せて、改革するんだったら

与党も協力してほしい。聞きっぱなし、答弁しっぱなしではなくて、よく整理し

て欲しい。 

（中馬臨時議員） そうですね。はっきりこの間、総理おっしゃっていただきました

から。 

（小泉議長） そうそう。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。 

それでは、人件費は国・地方合わせた一般歳出107兆円のうち30兆円と大きな割

合を占めております。そのため、公務員の総人件費改革は歳出改革の観点から非

常に重要であるとともに、「簡素で効率的な政府」の実現にも不可欠であり、今後

も全力を挙げて取り組むべきであるという共通の認識があったと思いますし、ま

た総理からの御指示がありました点は、いずれ中馬大臣から報告お願いをしたい

と思っております。 

   また、今日、党の方から連絡がありまして、党の方でも人件費改革については、

いずれ今よりも厳しい、高い数値目標を出すということで仕事を進めたいという

お話がありました。 

   それでは、諮問会議としてもこの問題につきましては、関連する施策等を「基

本方針2006」に盛り込むということで作業を進めてまいりたいと思います。 

   次の議題に移ります。中馬大臣ありがとうございました。 

（中馬臨時議員退室） 

 

（与謝野議員） 次に、公共事業について御審議をいただきます。 

   有識者議員の資料を吉川議員から御説明をお願いします。 
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○歳出・歳入一体改革について（公共事業） 

（吉川議員） それでは、私から公共投資の改革についての民間議員ペーパーを御説

明いたします。 

   公共投資については、「ムダがある」、「高コストである」等、国民の目も大変厳

しいものがあると思います。財政が非常に厳しいという中で、過去５年間、小泉

内閣の下で「景気対策のための大幅な増加が行われた以前の水準」を目安として

抑制してまいりました。具体的には、国は2002年度予算でまず11％の削減を行い、

その後も毎年３％を上回る削減を行ってまいりました。あわせて地方も国を上回

る削減を行ってまいりました。こうした削減と同時に、アウトカム（成果）目標

の重視、すなわち従来は、公共投資はいくらお金を注ぎ込むべきだという目標が

あったわけですが、そうした金額での目標ではなくて、成果の目標を重視すべき

だというように変わってきた。また分野別にたくさんあった長期計画を統合した。

さらに事業評価の厳格化、コスト縮減、ＰＦＩの活用等、制度面での改革という

のも行ってまいりました。これが過去５年間の公共投資に対する基本的な政策の

成果であります。 

これから歳出・歳入一体改革において、2010年代初頭にプライマリー・バラン

スの黒字化を目指すということで大きな削減を行っているわけでありますが、そ

うした中で公共投資については、結論的には今後５年間、さらに前年度比で３％

以上の削減をする、こうした削減努力を継続すべきであると、これが私ども民間

議員の考えでございます。 

   その根拠でありますが、１つは、先ほど述べたように、過去５年で公共投資は

大分削減したわけでありますが、それでもなお国際的に見ますと、先進国の中で

かなり高い水準にある。具体的には、公共投資、正確にはIgということですが、

対ＧＤＰ比で2004年は3.9％ということですが、これは同年の他の先進国を見ます

とアメリカで2.5％、イギリス、ドイツ、これは１％台ということですから、日本

の3.9％というのは、アメリカの2.5％と比べてもまだ１％以上の差があるという

ことであります。ちなみに、日本のＧＤＰ比１％といいますと、実額ですと約５

兆円ぐらいということです。 

これは公共投資に限らず、日本が他の先進国を真似をすればいいというもので

はないですが、他方、先進諸国の中での国際比較は大変重要な一つの物差しだと

いうのが私たちの考えであって、公共投資については、まだ日本では先進国の中

で少し高い水準にあるということです。したがって、先ほども申し上げた通り、

今後５年間、前年度比で３％以上の削減を継続すべきであり、またその後も中期

的に公共投資や抑制基調を続けるべきであると考えております。 

    内容につきまして、幾つか指摘したいことがございます。 

   １番目は、そもそも景気対策としてではなく、真に必要な社会資本整備を進め

るべきだということ。これは当たり前のことであります。 

   それから２番目は、競争入札の拡大。これは未だに談合等が問題になっている

わけでありますが、競争入札の拡大、規格の見直しなどにより、さらに大幅なコ
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スト引下げを実現する。後ろに参考資料がついておりますが、建築工事費の官民

比較というグラフがございます。それぞれの項目について分けたのもありますが、

一番右の棒グラフがいわば全体の合計というところですが、官民で未だに２割強

の格差があるということでございます。こうした事実も踏まえ、競争入札の拡大

等を通して、さらなるコスト引下げを実現するべきだということでございます。 

   それから３番目は、人口減少等経済社会の環境の変化を踏まえて、維持更新費

も含めて評価を厳格化するべきであるということ。 

   ４番目は、御承知のとおり、公共投資というのは、国だけではなくて地方の方

が多いわけでありますが、地方の主体性が発揮されるような、また、それを通し

て、重複行政が排除されるような公共投資の整備が望まれるということでござい

ます。具体的には、地方単独事業についても、国と同様の削減を進める。さらに

その上で、国の補助事業はさらに削減して、地方の財政力の改善に合わせて地方

の主体性を生かせるような独自の事業に転換を進めるべきだと思っております。 

   ５番目に、とりわけ農業分野では、ハードからソフトへのさらなる転換が必要

である。 

   最後に６番目ですが、道路特定財源につきましては、行政改革推進法に基づき、

一般財源化を図ることを前提に納税者の理解を得つつ、具体案をとりまとめる必

要がある。 

   以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございました。続きまして、谷垣大臣から御発言をいた

だきます。 

（谷垣議員） 歳出・歳入一体改革を進めるに当たりましては、公共事業については、

これまでの削減によりまして、平成14年１月に決めていただいた「改革と展望」

に示された目安、これを一応達成したわけですが、これをもってよしとするので

はなくて、今、吉川先生のお話にもありましたとおり、引き続き改革を進めるこ

とが必要だと考えております。 

   すなわち、今後の公共事業につきましては、社会資本整備も著しく進捗してき

たと、人口減少社会が来ること、こういうことを踏まえますと、引き続き重点化

を進める余地は大きいと思います。また、コスト縮減や入札改革の徹底によりま

して、実質的な事業量を確保していくということは可能ではないかと考えます。 

   それから諸外国との比較も吉川先生のお話にございましたけれども、我が国の

公共投資は依然として規模は大きい。さらなる重点化・効率化の取組みを進めな

がら、引き続き、総額の削減を図っていくということが必要だと思います。 

   公共事業の歳出改革については、与党でも検討の場を設けて議論を開始してい

ただいておりますし、削減の具体的な目安を含めまして、次回以降の諮問会議で

も、国土交通大臣に来ていただいて議論があるものと理解しております。 

   また、財政制度等審議会でも、公共事業を含めた歳出改革の具体論を審議して

いただく予定にしておりまして、そうした議論を踏まえて、財務省としても、今

後、公共事業のさらなる改革について検討を進めていきたいと考えております。 
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（与謝野議員） ありがとうございました。次に、竹中大臣から資料が提出されてお

ります。御説明をお願いします。 

（竹中議員） 公共事業に関して、引き続き、しっかりとした改革をぜひしていかな

ければいけないと思います。 

   前からよく言われる無駄な公共事業というのは、一体どうして出てくるのかと

いうことを考えていましたが、行管、行政評価の担当大臣になってから、これは

実は需要予測によるものだとわかりました。どういう需要が出てくるかというこ

との予測が非常に過大に見積もられて、結果的に後から見ると無駄だというもの

ができていると思うので、そこをぜひしっかりと見るようにということをやらせ

ていただきました。 

   １つの例ですけれども、資料の１ページ目に書いていますのは、政策評価によ

り、例えば14年度から４年間で約3.2兆円の事業の廃止・中止又は休止を実現をし

ております。 

    ２ページ目に厚生労働省の例を出させていただいて申し訳ないのでありますけ

れども、こういう例はまだたくさんあるのではないかと思います。これは旭川市

の水資源、水道水資源のため、人口が今後どのように推移してダムが必要になる

ということを示す需要予測なのですね。赤い点、これだけ人口が増えていきます

から、オレンジ色のところから人口が増えた分、ダムが必要ですということで公

共事業をやるわけですけれども、これは本当かと厳しく精査するとやはり違うわ

けですね。下に35万人のマルポツを書いていますけれども、旭川市の基本構想と

いうのは、人口はむしろ減っていくと予測しているわけです。にもかかわらず、

こういう需要予測が立てられて、それに基づいて建設、投資が行われようとして

いる。ここはぜひ行政評価で厳しく見ていきたい。そういうことを積み重ねれば、

まだ改革の余地は大いにあるだろうと思っております。 

    一つの参考例として、今日は出させていただきました。 

（与謝野議員） ありがとうございました。 

（吉川議員） この事例でいうと18年度完成予定とあるが、もうほとんどできている

ということですか。 

（竹中議員） 完成はしていないと思います。厚生労働省の話ですので、よくわから

ないのですけれども、とにかく事前にチェックすることが必要だということです。 

（吉川議員） そうですね。 

（牛尾議員）  18年度完成予定ですね。 

（竹中議員） だから、完成はしていないと思います。 

（与謝野議員） どうぞ本間先生から。 

（本間議員） 竹中大臣からの問題提起とも重なるわけでありますけれども、こうい

う過大な需要を予測するというのは、Ｂ／Ｃで数値を１よりも大きくしたいとい

うことが背景にあるわけですね。日本の場合には、Ｂ／Ｃで将来の受益とコスト

というものを計算して１を超えると、予算の評価の段階では、ほとんどこのＢ／

Ｃが活用されなくなります。諸外国では、例えばニュージーランドのケースです
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と、４以上にならないと予算の対象にしないと。将来の受益の方がコストよりも

４倍にならないと予算の検討の対象にしないというところまで、これを活用して

いるわけですね。日本の場合は、計算はするのですけれども、予算のところでは

１を超えているとフリーパスのような話になっていまして、そこら辺を結びつけ

ていくということが重要なポイントになっていくのではないかという感じがいた

します。もちろん、Ｂ／Ｃの算出の仕方自身がおかしいケースというのもたくさ

んあると思います。 

（牛尾議員）  制度化した方がいいよね、きっと。 

（本間議員） はい。 

（小泉議長） Ｂ／Ｃとはベネフィット・バイ・コストか。 

（本間議員） はい。 

（小泉議長） 費用対効果と言ってくれれば分かりやい。それが１以上だといいのか？ 

（本間議員） 日本の場合は１以上でしたら予算の対象にする、検討の対象にすると

いう形になっています。受益が１を超えたら、利益の方が大きいのだからいいだ

ろうと、そういう非常にラフなハードルでしか活用されていないということです。 

（竹中議員） だから、査定の問題なのです。 

（谷垣議員） よくその辺は研究させるようにいたします。 

（小泉議長） そうだな。 

（牛尾議員）  状況が変わったからね。 

（小泉議長） これを変えるのが政治力だという固定観念があるからな。数字じゃな

くて。 

（与謝野議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 民間議員ペーパーの最後に書いてございます、（６）の道路特定財源で

すけれども、これは昨年末の政府・与党の基本方針が示されまして、その中で真

に必要な道路は計画的に整備を進めると明記をされているわけです。「真に必要な

道路」について、十分な議論がなされているとは思えません。やはり特定財源制

度見直しの議論の前提として、真に必要な道路とは一体何なのか、そのためにど

の程度の投資額が必要か、こういうことについての具体的な数字をベースにして

特定財源制度の見直しの具体的案をつくっていってはどうかと、このように私ど

もは思っております。 

（小泉議長） 「真に必要な道路」というのはまさに費用対効果でしょう。 

（奥田議員） ところが、そうでもないですよ。便利になるというものもあるから。 

（小泉議長） 一つの基準、どのぐらい工事費用がかかるか、料金を課してどのぐら

いで効果が出るか。料金がない場合は、やっぱり地域の必要度があるでしょう。 

（奥田議員） そうです。 

（小泉議長） そこが難しいところだな。税金がどのぐらい負担すればできるかとい

うことだな。 

（本間議員） 道路の場合は、ネットワーク効果をどのように算定するかという問題

がありますので。 
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（小泉議長） 地域の税負担と国の税負担と両方あるでしょう。 

（本間議員） はい、そうだと思います。 

（竹中議員） アメリカでランド研究所でその話を聞いたことがあるのですけれども、

ランド研究所はそういうことを初めて始めたところの一つなのですけれども、突

き詰めれば今の話になるのですけれども、コストはわかりやすいが、ベネフィッ

トは非常にわかりにくいので、いつもある一定のところから話が進まなくなる理

由なのですね。 

（小泉議長） 必要でも、どのぐらい地域が税負担の覚悟があるかということだな。 

（竹中議員） そういうことです。 

（本間議員） 財務省でも、こういう費用対効果の問題について、それぞれの事例な

ども勉強をしておりますので、そういうものの成果を活かしつつ、査定の方に反

映していただきたいと思いました。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（与謝野議員） 公共投資の規模につきましては、３％以上の削減を継続し、中期的

にも抑制基調を続けていくべきという民間議員の御提案については、諮問会議の

メンバーの間では一定の御理解をいただいたものと考えております。 

   またコスト面では、公共工事や民間を22％も上回るという大きな官民格差がご

ざいまして、さらに改革を要するという御指摘もございました。次回の諮問会議

では、これらの点を含めまして、公共事業の担当大臣をお呼びして、さらに審議

を続けてまいりたいと思います。 

   総理、何か。 

（小泉議長） ないです。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。それでは、次の議題に移らせていただき

ます。 

   小坂大臣、中野副大臣が入室されます。 

（小坂臨時議員、中野厚生労働副大臣入室） 

 

（与謝野議員） それでは、初めに、有識者議員から資料が提出されております。吉

川議員から御説明をいただきます。 

 

○成長力・競争力強化について 

（吉川議員） 「人材の養成・確保について」という民間議員ペーパーを私から御説

明いたします。 

   今後、国際競争力も厳しくなる、また御承知のとおり、日本では人口が減って

いく、労働力人口も減っていく、そうした中で日本の将来の経済社会を支えるの

は、資本の貢献もありますが、人的資本、人間力、様々な表現がありますが、広

い意味での人材が最も重要なポイントになると考えております。 

   そこで、今日は大きく２つの点について指摘させていただきます。 
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   １つは、経済活動を現場で支える人材の養成・確保。人材といっても様々な面

がありますが、ごく具体的に2010年までに国際学力調査において世界トップレベ

ルの達成をする必要があるだろう。人間力、人材というのは、もちろん学力だけ

に限られるわけではありませんが、学力も一つの重要な指標でございます。理数

教育あるいはＩＣＴ教育の充実、小学校での英語の教育も今後進めていく必要が

あるのではないか、ということを言っております。 

   ２番目は、年齢・性別を問わず、すべての人がどのような働き方を選んでも安

心・納得して働くことができ、再チャレンジが可能となる社会を実現する必要が

あるということ。これは、就業形態間での行き来の可能性、あるいは均衡処遇の

促進。特にパートとか、フリーターと言われる方々の処遇が問題になっていると

いうことでございます。また、個人ごとに柔軟な採用・育成・処遇を重視する企

業の先進的な成功事例の収集・普及。能力開発機会の拡充。働き方に中立な労働

契約のルール、税制、社会保障制度の構築。こうしたことが重要だということ。

現在、内閣官房長官の下に設置された「多様な機会のある社会」推進会議、いわ

ゆる「再チャレンジ推進会議」において、具体的な施策目標を明確にした上で、

各府省における具体的な取組みについてとりまとめるということでありますが、

これは大変重要なことだと思っております。 

   つまり、将来の日本の経済社会にとっては、人材、人的資本が大切だというこ

とがあるのですが、足元では、残念ながら、若年者において、そうした理想に反

するようなことが起きております。全体の失業率は足元で4.1％ですが、15歳から

24歳ですとまだ８％ぐらい、ティーンエイジャー、15歳から19歳ですとまだ10％

だと思います。このように失業率も高い。さらに３人に１人がフリーター、パー

トだと言われています。それから御承知のニートが70万人弱いるというような状

況です。人的資本の形成というのは、当然、若いときに技能等を身に付けるわけ

ですから、人材が大事だと一方で言っていながら、若い人の雇用環境というのは

必ずしもよくない。そこに齟齬があることは間違いないと思います。このことは、

政府にとって大変重要な一つの課題だろうと考えています。 

   資料に戻りますが、３番目、平成19年度に向けて、今私が申し上げたこととも

関係しますが、人材の自立を支援する。具体的には2010年までにフリーターを２

割減少させる。学校、家庭、地域、企業の連携による勤労観、職業観の養成も重

要な課題だということであります。 

   資料２枚目ですが、これは大きな第２の論点ということで、大学、大学院の教

育環境の強化ということを言っております。大学自体が新しい時代に即応しても

っと変わらなければいけないということも言っております。 

   具体的には、専門職の大学院における法務、会計等専門分野の人材の養成機能

を強化する必要がある。大学院の充実ということについては、先進諸国で大学院

の学生の数と、学部の学生の数を比べますと、その比率がほかの先進国に比べる

と、日本ではまだ低いということで、大学院の充実が望まれているということだ

と思います。ただ、もう一方では、課題もあると思います。これは小坂大臣が一
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番よく御存じだと思いますが、法科大学院や専門職の大学院が充実していかなけ

ればいけないというのは、一方では正しいのですが、既にできている大学院の運

営についても、改善の余地はあるのだろうと思います。そうしたことに注意しな

がら、さらに大学院教育を充実していく必要があると考えております。 

   また、大学院の教育プログラムの開発や産学共同による高度な職業人材の養成。

これは当然大事であり、マネジメント機能を強化しつつ、入学資格の多様化や、

産業界や国際的なニーズに対応した学部・学科の創設・再編を推進する必要があ

る。各大学の蓄積・能力の結集による教育研究機能の相互補完・強化を図るため

の大学間連携、あるいは複数分野で学位取得を可能とするコース設計を一層推進

すること。それから教育研究のための資金の確保と産業のニーズも踏まえた第三

者評価に基づく重点投資の促進。こうしたことをしなければいけないということ

ですが、国立大学も独法化しまして、自由化されて制度は整ってきております。

いわばボールは大学の方に投げられているので、今許されている中で、大学の方

で進んでやらなければいけないことも多いと思いますが、もう一方で、大学を取

り巻く制度についても、さらに整えていく必要があるところが残っているという

ことは言うまでもないので、こうしたことを政府としても取り組んでいただけた

らと考えております。 

   以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、小坂大臣、中野副大臣、二階

大臣から資料が提出されております。 

   まず、小坂大臣から御説明をお願いいたします。 

（小坂臨時議員） お手元にあります「人材の国際競争力の強化」という資料につい

て御説明を申し上げたいと思います。 

   本日の議題であります人材の養成確保につきまして、私としても大変重要な課

題だと認識しているわけでございますが、まずは、役所としての考え方を述べま

して、また一部、後ほど私、個人としての考え方も述べさせていただきたいと思

っております。 

   天然資源に恵まれない我が国においては、人材こそ国の宝ということは言うま

でもございません。人材の育成に向けた重点的な投資はまさに未来への先行投資

と考えているところでございます。 

このために、文部科学省では、「国際社会の中で活躍できる心豊かでたくましい

人づくり」に向けた諸施策の推進に努めているところでございます。本日は、こ

の下段の４つの主要項目について御説明させていただきたい、このように考えて

おります。 

   「１．初等中等教育の充実」ですが、初等中等教育につきましては、あらゆる

分野の人材育成の基礎となるものでありまして、その充実は必要不可欠でござい

ます。 

   学習指導要領の見直しや習熟度別少人数指導の一層の推進を図る。また英語教

育、理科教育の充実をはじめとする教育内容・方法の充実強化を図りまして、世
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界トップレベルの学力を達成する。端的に言えば、行きたくなる学校、学びたく

なる授業を実現していく必要があるだろうと考えております。 

   ２番目は、コミュニティスクールの設置促進等を通じて、地域住民や保護者の

学校運営への参加を推進するとともに、地域の実情に応じた学校選択性の普及や

人事権の中核市等への移譲を進めるなどの教育の現場主義の徹底を図って、ニー

ズの多様化に対応していくということです。 

   ３番目は、学校評価システムの構築や、全国的な学力調査の実施等によりまし

て、学校教育の成果の検証と結果に基づく改善を図って、いわゆるＰＤＣＡ（プ

ラン・ドゥー・チェック・アクション）というサイクルを確立していくというこ

とでございます。既に行われている自治体の学力調査と全国学力調査というもの

の重複は、調整をして避けるべきだと思っておりますので、そういった無駄を省

くと同時に、自治体と国が共通の物差しをもって評価に臨むということでござい

ます。 

   ４番目は、幼児教育の充実や体験活動、キャリア教育の推進を通じた子どもた

ちの社会性・公共性の育成を図ることが必要でありまして、心豊かでたくましい

人材を育成してまいりたいと存じます。 

   「２．自立し挑戦する若者の育成」でございますけれども、経済活動を支える

職業人材を確保するためには、自立しチャレンジ精神あふれる若者の育成が必要

だと考えておりまして、しかし現状では、一時よりは持ち直したというものの、

若年層の失業率が依然として厳しい状況にあり、いわゆるフリーターやニートが

増加傾向にあるわけであります。このため、文部科学省といたしましては、ニー

ト等にならないように、若者の職業能力の向上を図ることが第一だと考え、取組

むとともに、仮に失敗しても再チェレンジができる環境整備を推進していくこと

が必要だと考えております。具体的には、左上にございますような普通科高校を

はじめ、各学校段階を通じた体験的なキャリア教育等の充実を図ること。それか

ら左の下の部分でございますが、産学連携を通じた高度・専門的な人材の育成を

図っていくということでございます。また、右側の部分で部分でございますけれ

ども、社会人やフリーター、ニート等を対象といたしました「学び直し」の機会

の提供等、再チャレンジができる環境整備に取り組んでいくことが必要だと考え

ております。 

   「３．大学院改革の推進」でございますけれども、国際競争力向上のためには、

高度な人材育成の拠点である大学院の充実が不可欠でございまして、我が国の大

学院につきましては、量的な整備は着実に進んでいるものの、組織的、体系的に

教育を展開するという点や、若手研究者の研究環境の整備の面などで課題が多く

あるわけでございまして、今後、国際的な通用性や信頼性ということを高めてい

くことが必要だと考えております。 

 このために、第１番目に、組織的・体系的な教育を促すための制度改革や、各

大学院の優れた取組みへの支援の充実による大学院の教育機能の飛躍的な充実を

図っていくことが必要であります。 
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   ２番目に、ポスト「21世紀ＣＯＥプログラム」の実施による世界的な教育拠点

の形成でございます。これには、外国人研究者の誘致について、魅力的な教育環

境の整備、研究者家族の日本における生活も考えた上での環境整備が必要だと考

えております。 

   ３番目に、産業界等の社会のニーズと大学院教育のマッチングの促進でありま

す。どの産業分野で将来どういうものが必要とされているか、それに対して、各

大学の研究者はどういうことを研究していて、どこにそういうシーズがあるかと

いうことのマッチングがしっかりできるようにしていきたい。 

   ４番目に、学生への経済的支援の強化も必要でございます。 

また、５番目に、留学生交流の推進等、教育研究を通じました国際貢献・交流

の促進などを図る必要があると考えているわけでございます。 

   「４．学校・家庭・地域等の連携による子どもたちの『人間力』の向上」でご

ざいます。左上の部分にありますように、近年、地域の教育力が低下しているこ

とや、あるいは右側の上にございますように、子どもたちの基本的生活習慣が大

きく乱れていることなどが指摘されているわけでございます。このため、左下に

ありますように、地域の大人の協力を得て子どもたちが様々な体験・交流活動や

学習活動ができる安全・安心な子どもの居場所づくりを推進することが必要と考

えております。来年度からは、教職を目指す大学生や退職した教員の力を借りな

がら、家庭の経済力にかかわらず、学ぶ意欲のある子どもたちに対して放課後等

に学習の機会を提供する場をつくりたいと、厚生労働大臣、また猪口大臣とも調

整をしながら今考えているところでございます。 

   また右下にありますように、「早寝早起き朝ごはん」運動の全国展開によりまし

て、子どもたちの基本的生活習慣の確立のための機運の醸成を図ることや、食育

の推進を図ることが重要だと考えております。 

   文部科学省といたしましては、引き続き、これらの施策の充実を通じまして、

人材の国際競争力の強化を図っていくこととしておりますので、今後とも御支援

をよろしくお願い申し上げたいと存じます。 

   また、前回私が退席しました後に、教育分野関係のバウチャー、教育委員会等

のお話もあったようでございますが、できれば、私もそういった議論に参加をさ

せていただければありがたいと思っておりますので、ぜひとも、そのような御配

慮を賜りますようお願い申し上げたいと思います。 

（与謝野議員） ありがとうございました。続きまして、中野副大臣から御説明をお

願いします。 

（中野厚生労働副大臣） 「グローバル化と人口減少の下での人材育成・活用戦略」

につきまして、川崎大臣に代わりまして御説明をさせていただきます。 

   まず１ページ目、現在の雇用労働を取り巻く状況に見ますと、経済のグローバ

ル化が進展するとともに人口減少時代に突入し、労働力人口も減少しております。

また、雇用失業情勢は改善しておりますが、その一方で、仕事と生活のバランス

の欠如、正規・非正規間の格差、就職氷河期世代の若年者の年長フリーター化な
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どの問題が現れておりまして、子育て世代、非正規労働者、若年者などがそれぞ

れ持てる能力を十分に発揮しない状況が見られるところでございます。 

   このような中で、国際競争力を強化し経済社会の活力を維持するためには、国

民一人一人が能力を高め、かつ最大限に発揮し、社会を皆で支えていくこと、つ

まりは「労働生産性」と「就業率」を高めていくことが必要でございます。 

   そこで、左下のⅠ、Ⅱにありますとおり、生産現場やサービスの第一線を支え

る中核的な人材の能力向上、労働時間制度の見直しなどによる能力を最大限に発

揮できる環境の整備、また非正規労働者の再挑戦、若年者の人間力強化、子育て

世代等の仕事と生活の調和が課題となっております。 

   ２ページ目は、第１の課題の中核的人材の労働生産性の向上につきましては、

まず１番目に、各世代に必要とされる職業能力の開発のため、「実践型人材養成シ

ステム」の整備、2007年問題に対応した熟年技能の継承等、また２番目といたし

まして、能力を最大限に発揮できる働き方の実現のため、労働時間制度の見直し、

労働契約法制の整備、男女雇用機会均等の推進に取り組んでいるところでござい

ます。 

   ３ページ目、第２の課題であります「就業率の向上」につきましては、まず、

非正規労働者については、正社員との均衡のとれた訓練の確保や正社員挑戦の支

援を行う。また２番目といたしまして、短時間正社員制度の普及や、パート労働

者の均衡処遇のための法的整備を含めた取組みの強化が必要だと考えております。

また、若年者につきましては、これまでの対策の効果もあって、フリーター数は

減少に転じましたが、若年失業率は低下したとはいえ、８％台と依然として高水

準となっております。安易なフリーター化、ニート化の防止とともに、特に就職

氷河期に正社員就職に失敗し、そのままフリーターとして年齢を重ねる年長フリ

ーター、これは主に25歳以上の方の正社員化支援が重要と考えております。 

   仕事と生活の調和につきましては、長時間労働の抑制等の観点から労働時間法

制の見直しや、マザーズハローワーク等による再就職支援の強化により、子育て

世代が家庭生活と仕事を両立させることができる働き方を推進してまいります。 

   これらの人材育成活用のための諸施策は、経済活性はもちろん、少子化の流れ

転換、格差固定化の回避、社会の安定化、社会保障制度の持続可能性の確保にも

資するものと考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員） ありがとうございました。続きまして、二階大臣から御説明をお願

いします。 

（二階議員） 先ほど本間議員から大変重要な御指摘をいただきました。私どもも大

いに参考にさせていただきたいと思います。 

   また、経済産業省として、かねてより人材の国際競争力強化に向けて「新経済

成長戦略」の柱として検討を進めている「人財立国」につきまして、御説明を申

し上げたいと思います。「『人財立国』の実現について」という資料をご覧いただ

きたいと思います。 

   資料にありますように、「人財立国」に向けては、三つの改革が必要であります。 
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   第一に、資料の「２．（１）一人ひとりが輝ける社会を作る」のところでありま

すが、一人ひとりが持てる力を最大限に発揮し、輝ける社会を作ること。個人の

夢や希望に応じた柔軟な学び方、働き方を実現するために大学及び大学院への入

学資格を多様化すること。柔軟な企業のキャリアパスを促すこと等が重要となっ

てまいります。 

   第二に、「２．（２）企業・学校・地域の力を結集する」というところでありま

す。この実社会のニーズに直結した、役に立つ教育の拡大を図るために、企業・

学校・地域の力を結集させることが重要であります。 

   例えば、３ページ目の事例１にお示しをしておりますように、これは新聞等に

も既に掲載されておりましたが、岩手大学では、本年度より地元産業界との連携

のもとに、金型・鋳造の専門職の大学院を開設し、実践的な教育を導入していま

す。こうした取組みを進める観点から、民間議員ペーパーに記載されております

質の高い専門職大学院における人材の養成機能の強化や、入学資格の多様化は大

変重要と考えております。 

   最後に、資料の２ページ目の「２．（３）グローバルな人材交流を進める」につ

いて、であります。特に経済関係が深まるアジアとの間で若者レベルの交流を進

めるため、アジア各国から留学生や研究者として優秀な若者の受け入れを拡大す

ることが重要であります。これを「アジア人財資金（仮称）」という構想で検討を

いたしております。 

   人口減少社会が到来する中、こうした「将来を担う人材のための投資」を、今

この時期に思い切って進めなければなりません。本年３月に、中間とりまとめを

しました「新経済成長戦略」にも、こうした人財立国に向けた取組みを盛り込み、

関係府省と一体となり、その実現に全力を尽くすつもりでありますので、よろし

くお願い申し上げます。 

   以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、余り時間がございませんけれ

ども、何かありましたら御自由に御発言をいただきたいと思います。 

（奥田議員） 経済界の実情を申し上げますと、最近の雇用情勢は、御存じのように、

２月は有効求人倍率が1.04倍、失業率が4.1％と、かなり改善が進んでいると認識

しています。また、主要企業の来春の新規採用は約２割増し、中途採用が約15％

増しと増えております。非正規社員を正規社員に登用する例も増えておりまして、

パートの賃金も現在上昇傾向にあります。 

   このように景気回復に伴い、雇用に関して全体の底上げがなされつつあるとい

う実情でございますが、依然として職種、能力、地域といった面で需給のミスマ

ッチが残っていると思います。もちろん民間企業において、生産性や競争力を高

めていくために人材育成を進めるということで頑張ってまいりたいと思いますが、

政府におかれましても、教育制度、あるいは職業能力の開発など、効果的な取組

みを進めることが重要であると、このように思います。 

   それからもう一つ私がいつも懸念している人口の動態でございますが、一口に
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人口減少社会という言葉が度々使われるのですが、一体どこで止めるのかという、

打ちどめ感のある数字が全然どこにも出てこない。要するに減るということと、

こういう対策を打ちましょう、このようなことは分かるのですけれども、最終的

に日本の人口というのは、一体何人要るのかという話を今まであまり聞いたこと

がないのですけれども、これは政府としても、あるいは民間も、国全体として考

えなければならない数字ではないか。 

   １億人か、あるいは１億2,000万人か。学生のときに、昔、昭和30年くらいに、

当時の人口は8,000万人くらいだったと思うのですけれども、中山伊知郎氏や東畑

精一氏から、日本の人口は１億人要るのだということをよく講義で聞いたもので

す。あの当時はそういうターゲットがあったのですけれども、最近は推計ばかり

出てきて、減りますよ、という数字ばかりです。生産年齢人口でいきますと、2012

年、13年、14年は、年間100万人ずつ減っていく。率で見ると何ということはない

のですけれども、絶対額で見ると、100万ずつ人間が減っていくということは大変

なことで、これは高齢化、女性、ＩＴの活用とかで頑張るのでしょうけれども、

本当にこの100万人が埋まるのだろうかと。特に、生産性がそれだけ上がるのだろ

うかと。そういうことについては経済界としても考えておりまして、いろいろな

対策を打ちながら、どこかで打ち止め感というのが出てくるのだろうと思います

けれども、その数字は、やはり目標値として出すべきではないかと思っておりま

す。 

   私からは以上でございます。 

（小泉議長） 適正規模ということか。 

（奥田議員） 適正規模です。 

（小泉議長） 今、日本は未だかつてないほど人口が多いんだよね、１億2,000万人。 

（奥田議員） １億2,776万人ですね。 

（小泉議長） ドイツやフランスよりも多いでしょう。それでは、適正規模というの

は、まだわからないね。 

（奥田議員） 未だかつて検討されたことがないから。 

（与謝野議員） 竹中大臣どうぞ。 

（竹中議員） ここのところ、景気がいいと言われていますけれども、実は年間で見

ますと雇用者数で多分40万人、50万人近く増えている。40万人、50万人が新たに

雇用される中で景気がいいという実感が今ようやく出てきている。ところが、奥

田会長が言われたように、2010年代以降になると、年間100万人人口が減ってくる

わけです。こういう中で、本当に人口が減ってくるということの意味を経済との

関係で議論するというのは、ある時点では必要だと思います。 

    ところが、人口、子どもを産むか産まないかというのは、これは個人の問題で

あって、国家がそれに携わるということに対して、我々はすごく躊躇するところ

があるわけです。子どもを持つか持たないかはチョイスであって、そういう選択

肢を与えるために、子育てと両立しようということで政策を位置づけているわけ

ですけれども、いま一歩、半歩踏み出して、人口のことをもう少し議論するとい
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うことが、政府の中の決断としてあってもよいのではないかと、私も会長と同じ

ように思います。 

（小泉議長） 昨日、科学技術会議があったでしょう。そのとき、理数教育の重要性

が指摘されたけれども、文科大臣の資料を見ると、確かに理数教育も大事だけれ

ども、国語力の重視、理数教育の充実、英語教育の必修化とみんな大事なんだよ

な。突き詰めて言うと。 

（小坂臨時議員）  それぞれの段階で。 

（小泉議長） そこで、科学技術オリンピックというのを毎年やっているというのを

知らなかったのだけれども、これはどういう形で日本組が出ているのか。もっと

宣伝というか、国民に知ってもらう努力が必要ではないかね。毎年出ている。こ

ういう人たちが、学校単位で出ているのかどうか、それも分からない。こういう

人たちが世界のオリンピックに出ているんだと日本国民に知らせて、何か目標が

あると励みになるじゃないか。今、学校単位でロボコンなんてやっているんでし

ょう。 

（吉川議員） 数学オリンピックは私もよく知っているのですけれども、個人単位で

すね。 

（小泉議長） 高校野球のように、スポーツには目標がある、目標があるからみんな

練習に一生懸命励んでいるんだよ。しかも県で優勝するまでが大変。そして全国

大会。個人ではなくて、学校単位で、ああいう目標を与えた方がいいんじゃない

か。日本全国で、小学校、中学校、高校、大学単位で国語・算数・理科なりのオ

リンピックのようなものを行い、それを国民に知らせる、そうすると励みが出る

じゃないか。 

    昨日、総合科学技術会議の先生が言われたけれども、最近の子どもたちはトン

ボやセミや魚を触ったことがない。むしろ触りたくないと怖がると。10歳からそ

ういうのに触れさせようと言われていたけどさ、我々は10歳前にセミも、トンボ

も、魚も、我々子どものときに毎日触っていた。時代が違うんだから。我々の10

歳前の遊びで一番面白かったのは、ベーゴマと面子とビー玉だよ。今、子どもた

ちは全然面白く感じないだろう。それよりも、パソコン、携帯電話、テレビゲー

ムとか、我々ができないようなことを子どもたちは簡単にやっちゃうでしょう。

親の、我々の感覚で子どもにこうやれといったって無理なんだから、その点も考

えて、学校教育以外に、オリンピックや高校野球のような、団体で励みが出るよ

うなことを考えたらどうだい。 

（小坂臨時議員） 今、吉川先生からお話があったけれども、数学オリンピック、生

物オリンピック、科学オリンピックというのは、毎年日本から出るのは、クラブ

の先輩に勧められて出る人の参加率が一番多いのですね。要するに、先輩が「今

までチャレンジしたけど、俺はメダルまでいかなかった、おまえの才能なら行け

そうだから、おまえ頑張ってみろよ」ということで夢をもってチャレンジしてい

る。今回の科学技術週間の頭に、毛利さんを始めとする皆さんに来ていただいて、

そのオリンピックに参加した青年と交流会が丸ビルであったのですが、そのとき
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私も初めてそのオリンピックのあることを知ったのですけどね、いいことだと思

うので、それをもっと広く知らせるといい。 

（小泉議長） 知らせなきゃ。 

（小坂臨時議員） 今の総理の御発言のように、目標意識を持たせるということは、

いいことだと思いますよね。 

（小泉議長） オリンピックに出ている人は、日本人がみんな応援するじゃないか。

今はどこの学校がオリンピックに出ているのか知らないんだもの。 

（小坂臨時議員） ともかく今、都会の子どもは、虫に接しようと思ったら、どこか

田舎へ行かない限り日常生活では触れられないのでしょうね。 

（小泉議長） 夏になると、セミは官邸にもいるけどな。 

（本間議員） 文部科学大臣にお伺いしたいのですけれども、学力テストの公表など

は、政治的な問題があってなかなかできなかったということも過去にあったわけ

ですけれども、そういう問題について、今、総理のお話を受けて、あらゆる領域

で成果が目に見えることで子どもたちのモチベーションを高めていくという仕組

みが必要です。例えば、我が国の親に、子どもを大学院に行かせたいかと問うと、

日本では３～４％にとどまっているのに、韓国は一桁高いレベルでみんな行かせ

たいというような感じで動いている。グローバル化が進むと、今までのような閉

鎖的な意識ではなかなか対応できないわけですので、成果が出てくる仕組み・仕

掛けをつくり上げていくということは非常に重要ではないかと思います。 

（小坂臨時議員） あらゆる領域ということでお話があったのですが、当面の学力テ

ストの対象が国語と算数ということになりました。それも、ゆとり教育の問題や、

教育に関する様々な議論がありますので、それに一つの同じ尺度を持たなければ

いけない。地方自治体の実施している教育、学力テストがそれぞれの数字をよく

するために易しくやってみたりしているものですから、国として一つの基準を設

けてこれをやらせる必要があるということから、私の前の中山大臣から御提案が

あって、こういう形で準備を進めてまいったわけでございます。実際に現場で、

自分が一体どれぐらいの学力があるのか、それから教師も自分のクラスがどのく

らいの学力を持ったのか、そういうことに評価がつながるように、単年度では無

理です。ですが、経年の中でそういうものを把握できるような学力調査にしてい

かないと、やはり意味がないだろうと私は考えておりまして、そういう方向に少

しずつシフトするように、今、話を進めておりますが。 

（小泉議長） 体操にも団体戦と個人戦があるでしょう。スポーツではない頭脳のオ

リンピックがあるということをみんな知らないからちょっと考えて、学校教育だ

けじゃなくて、励みが出るような、才能ある者をみんなが応援するような、それ

をちょっと文科省が考えたらどうだ。 

（小坂臨時議員） 今、テレビの時代ですから、全国数学オリンピックじゃないけれ

ども、そういうのをテレビで中継して、そして優勝者がクローズアップされるよ

うな、そうなると、みんな憧れてそこを目指してきますので、そういう取組みも

ひとつ総務省と組ながらやっていけばいいと思います。 
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（小泉議長） それをやった方がいいよ。ロボコンなどはテレビでやっていたよ。あ

れは学校、団体で、必死にやっているんじゃない。 

（小坂臨時議員） 高専は学校挙げてやっていますからね、今。 

（小泉議長） ああいうのはいいことだと思うよ。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。 

（本間議員） 現場での経験を踏まえて、大学院のことで小坂大臣にお願いしたいの

ですけれども、新しい高度職業人養成のために大学を拡充する形で動いているわ

けですけれども、各大学の教員の数と質が非常に限定されているわけです。した

がって、看板はいいわけですけれども、質が伴っていないということは、非常に

重要だと思います。その点で、大学間の連携を文部科学省の施策の一つとして進

めていくことを明確に打ち出していくということが重要なのではないかと思いま

す。例えば、関西では、京大、阪大、神戸大などが同じようなことばかりやって

いるわけでございます。ところが、みんな集まってやれば、いい質と、かつボリ

ューム的にも十分にこなせるような部分があります。これは、博士論文などをど

こが出すかという問題に関連しているわけですけれども、ぜひこういう点につい

ても、プロモーションと制度的な緩和をお願いしたいと思います。 

（小坂臨時議員） 事務方がどういう研究しているか分からないですが、私にとって

は新しい御提案でございますので、省庁の縦割りではないような、大学間の連携

で人材を有効に活用するという大変いい御提案だと思いますので、研究させてい

ただきます。 

（与謝野議員） それぞれ大変有意義な御意見をいただきましてありがとうございま

した。これらの御意見に沿いまして、人材の養成・確保については、その施策の

充実を図ってまいりたいと思っております。 

   経済産業大臣から御説明のありました「人財立国」につきましては、さらに御

検討を深めていただきたいと思います。 

   官房長官の再チャレンジ推進会議の取組みにつきましては、来月の諮問会議で

御報告をいただきたいと思っております。 

   なお、付け加えさせていただくことが一つございますが、今朝、中川政調会長

から次のような申し出がございました。成長力強化については、自民党の「上げ

潮政策」、伊藤元重座長の「グローバル戦略」、二階大臣の「新経済成長戦略」と

それぞれ検討が続けられてきておりますので、具体論に入るこの段階で、成長戦

略大綱及び工程表のような形でそれぞれの内容を一つに統合し、中川政調会長、

二階大臣、私の３人が密接に連絡を取りながら、骨太方針に向けまして、二階大

臣のとりまとめをお手伝いしたいと考えております。そのことを中川政調会長は

要望されておりますし、中川政調会長と二階大臣が既にお話し合いをされている

と伺っております。 

（二階議員） 「新経済成長戦略」というものの検討を始めた段階から、この新しい

経済成長を実現していくことは、政府挙げて取り組むべき最重要な課題だと考え

てまいりました。したがいまして、今、与謝野大臣からお話がありましたとおり、
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今朝ほど自民党本部で中川政調会長と私とで話し合いの場がございました。そこ

で、中川政調会長から、経済のさらなる成長を目指して党を挙げて取り組んでい

きたいと思いますので、経済産業省は、今までの取組みに加えて、もう少し幅広

く対応していくということが必要ではないかという御指摘がありました。そこは

また与謝野大臣や中川政調会長と色々と御相談をいただきながら、各省庁と連携

をとることが大事でありますから、そういう御指示をいただければ、経済産業省

はそれぞれの省庁と緊密に連絡を取りながらまとめていきたいと考えております。 

   そこで、「新経済成長戦略」については、５月末ぐらいに総仕上げをしたいと思

っておりますので、自民党との調整や、あるいは民間議員の先生方との調整等は

５月半ば過ぎぐらいまでにまとめたいと、このように思っておりますので、御意

見、御指導をよろしくお願いをいたしたいと思います。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい、結構です。 

（与謝野議員） それでは、以上をもちまして、今日の会議を終了させていただきま

す。長時間ありがとうございました。 

（以 上） 


